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１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年３月21日～平成25年９月20日）
（１）連結経営成績(累計)

(％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期第２四半期 18,515 5.8 1,456 △3.1 1,935 22.6 1,177 30.3

25年３月期第２四半期 17,506 12.1 1,503 38.2 1,579 56.4 904 73.2

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 1,313百万円(59.9％) 25年３月期第２四半期 821百万円(54.1％)

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

26年３月期第２四半期 66 08 65 78

25年３月期第２四半期 50 84 50 73

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第２四半期 31,718 16,420 51.5

25年３月期 29,277 15,276 52.0

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 16,349百万円 25年３月期 15,238百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年３月期 ― 11 00 ― 14 00 25 00

26年３月期 ― 13 00

26年３月期(予想) ― 13 00 26 00

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年３月21日～平成26年３月20日）
(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 37,000 5.7 2,830 3.8 3,460 13.6 2,150 31.6 120 65



  

 

 

 
  

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

  

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性

があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四

半期決算短信【添付資料】３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 ― 社 (社名)           、除外 ― 社 (社名)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期２Ｑ 19,509,326株 25年３月期 19,509,326株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 1,601,331株 25年３月期 1,727,131株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 17,820,809株 25年３月期２Ｑ 17,782,196株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間（以下、当第２四半期という。）のわが国経済は、アベノミクスへの期待

感や株高による消費者マインドの改善により民間消費が好調を維持したことや、円安による輸出関連企

業を中心とした企業収益の回復によって設備投資も増加傾向を示すなど、景気の先行きに明るさが見ら

れる状況になりました。 

当社グループの主な関連業界である建設及び住宅関連業界においては、経年によって老朽化が進む社

会インフラの改修整備や住宅・マンションのリフォーム需要及び被災地の復旧・復興需要により建設投

資は引き続き緩やかな回復基調を維持しております。 

このような状況のなかで当社グループにおいては、全てのセグメントの売上高が前年同期を上回って

好調に推移した結果、売上高は前年同期比5.8％増の185億15百万円となりました。 

利益面では、住宅機器セグメントにおいて円安によって海外からの仕入コストが上昇したため、営業

利益は前年同期比3.1％減の14億56百万円となりました。経常利益は為替予約のヘッジ効果もあり前年

同期比22.6％増の19億35百万円、四半期純利益につきましては前年同期比30.3％増の11億77百万円とな

りました。 

  

各セグメントの状況は次のとおりであります。なお、セグメント区分の売上高はセグメント間の内部

売上高を含んでおりません。  

  

 
  

建設機材関連事業 

当事業の売上高は前年同期比8.5％増の51億38百万円となりました。社会インフラ等についての耐

震・リフォーム工事などの需要増加を背景に、レンタル会社の購買意欲が前期に引き続き底堅く推移し

たことから、新型システム足場やアルミ作業台ならびに足場板等の販売が好調に推移しました。  

損益面では売上高の増加により、営業利益は前年同期比9.6％増の５億37百万円となりました。 

  

レンタル関連事業 

当事業の売上高は前年同期比1.6％増の69億99百万円となりました。建設業界の人手不足による影響

もみられましたが、新設住宅着工戸数の伸びによる新築工事の増加やリフォーム工事は堅調に推移し、

レンタル資産の稼働率も上昇しました。 

損益面では、選別受注の効果などにより売上総利益率が改善したことから、営業利益は前年同期比

5.7％増の７億94百万円となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

各セグメントの名称
連結売上高 連結営業利益（セグメント利益）

金額（百万円） 前年同期比（％） 金額（百万円） 前年同期比（％）

建設機材関連事業 5,138 8.5 537 9.6

レンタル関連事業 6,999 1.6 794 5.7

住宅機器関連事業 4,870 8.7 3 △98.5

電子機器関連事業 1,506 7.4 120 125.5

報告セグメント計 18,515 5.8 1,456 △3.1
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住宅機器関連事業 

当事業の売上高は前年同期比8.7％増の48億70百万円となりました。アルミ製品は企業の設備投資意

欲の改善により金物・工具ルート向けの売上高が好調に推移しました。また、フィットネス部門は主力

商品の電動ウォーカーや、マッサージ器関係の新製品販売を中心に売上高は好調に推移しました。  

損益面では、円安によって海外からの仕入コストが上昇したため、営業利益は前年同期比98.5％減の

３百万円となりました。 

  

電子機器関連事業 

当事業の売上高は前年同期比7.4％増の15億６百万円となりました。前期に受注したデジタル消防無

線が業績に貢献するとともに、特定小電力無線機も堅調に推移した結果、売上高が増加しました。 

損益面では売上高の増加と売上総利益率の改善により、営業利益は前年同期比125.5％増の１億20百

万円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末（以下、当第２四半期末という。）の総資産は317億18百万円となり、

前連結会計年度末（以下、前期末という。）に比べ24億41百万円増加しました。総資産の内訳は、流動

資産が215億56百万円（前期末比20億39百万円増）、固定資産が101億62百万円（前期末比４億１百万円

増）であります。流動資産の主な増加要因は、売掛金やたな卸資産の増加であります。 

負債の部は、当第２四半期末は152億98百万円となり、前期末に比べ12億97百万円増加しました。そ

の内訳は、流動負債が110億26百万円（前期末比13億89百万円増）、固定負債が42億71百万円（前期末

比91百万円減）であります。流動負債の主な増加要因は、支払手形及び買掛金の増加であります。 

純資産の部は、四半期純利益が11億77百万円となったことや配当を２億48百万円実施したことなどに

より、164億20百万円（前期末比11億43百万円増）となりました。 

  

連結業績につきましては、当第２四半期における業績の進捗等を勘案し、業績予想の見直しを行った

結果、平成25年５月２日に公表いたしました通期の業績予想を下表のとおり上回る見通しであります。

詳細につきましては、本日(平成25年10月21日)公表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

  

（単位：百万円）
 

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

1株当たり

当期純利益

前回発表予想（A） 36,000 2,740 3,130 1,850 104円04銭

今回予想値（B） 37,000 2,830 3,460 2,150 120円65銭

増減額（B－A） 1,000 90 330 300 ―

増減率（％） 2.8 3.3 10.5 16.2 ―

（ご参考）前期実績 35,017 2,726 3,045 1,633 91円87銭
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該当事項はありません。 

  

（特定子会社以外の子会社の異動） 

平成25年５月20日付けでアルインコ オクト(タイランド)㈱を設立し、当第２四半期連結会計期間

より連結の範囲に含めております。                     

  

該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結累計期間より、平成25年３月

21日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。  

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益はそれぞれ19,470千円増加しております。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,844,854 4,168,000

受取手形及び売掛金 9,337,346 10,195,174

商品及び製品 3,969,412 4,690,287

仕掛品 512,936 571,264

原材料 1,016,414 1,273,990

その他 855,467 681,470

貸倒引当金 △19,683 △23,891

流動資産合計 19,516,746 21,556,296

固定資産   

有形固定資産   

レンタル資産 16,911,867 17,280,080

減価償却累計額 △14,864,935 △15,041,914

レンタル資産（純額） 2,046,931 2,238,165

建物及び構築物 5,058,240 5,190,948

減価償却累計額 △3,435,781 △3,521,804

建物及び構築物（純額） 1,622,458 1,669,143

土地 1,977,858 1,977,858

その他 3,447,995 3,620,077

減価償却累計額 △2,796,561 △2,894,418

減損損失累計額 △56,062 △56,062

その他（純額） 595,371 669,596

有形固定資産合計 6,242,620 6,554,764

無形固定資産 57,407 53,460

投資その他の資産   

投資有価証券 2,326,847 2,424,583

長期貸付金 9,557 11,013

繰延税金資産 92,878 35,931

その他 1,040,676 1,086,525

貸倒引当金 △9,595 △4,151

投資その他の資産合計 3,460,364 3,553,902

固定資産合計 9,760,392 10,162,127

資産合計 29,277,139 31,718,424
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,102,781 6,469,381

短期借入金 2,079,324 2,301,988

未払法人税等 876,046 727,631

賞与引当金 529,769 569,030

リコール損失引当金 180,000 128,376

その他 869,926 830,466

流動負債合計 9,637,847 11,026,876

固定負債   

長期借入金 3,607,025 3,533,033

退職給付引当金 85,718 88,145

役員退職慰労引当金 212,159 212,159

関係会社事業損失引当金 137,210 137,210

その他 321,117 300,950

固定負債合計 4,363,230 4,271,498

負債合計 14,001,077 15,298,374

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,571,558 5,571,558

資本剰余金 3,306,759 3,312,209

利益剰余金 6,541,478 7,470,155

自己株式 △562,496 △521,525

株主資本合計 14,857,299 15,832,397

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 115,612 172,080

繰延ヘッジ損益 174,971 78,455

為替換算調整勘定 90,834 266,616

その他の包括利益累計額合計 381,418 517,153

新株予約権 820 316

少数株主持分 36,523 70,181

純資産合計 15,276,061 16,420,049

負債純資産合計 29,277,139 31,718,424
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月21日 
 至 平成25年９月20日) 

売上高 17,506,759 18,515,686

売上原価 11,869,927 12,786,683

売上総利益 5,636,831 5,729,002

販売費及び一般管理費 4,133,039 4,272,161

営業利益 1,503,791 1,456,841

営業外収益   

受取利息 1,499 2,959

受取地代家賃 29,957 29,807

為替差益 693 335,533

作業屑等売却益 23,537 34,319

持分法による投資利益 46,658 67,472

その他 38,973 54,653

営業外収益合計 141,320 524,745

営業外費用   

支払利息 32,928 29,226

支払地代家賃 12,230 12,230

その他 20,794 4,606

営業外費用合計 65,953 46,062

経常利益 1,579,159 1,935,523

特別利益   

有形固定資産売却益 64 984

持分変動利益 3,570 －

特別利益合計 3,635 984

特別損失   

有形固定資産除売却損 2,718 3,953

無形固定資産除売却損 200 －

投資有価証券評価損 26,692 －

その他 － 145

特別損失合計 29,610 4,098

税金等調整前四半期純利益 1,553,183 1,932,409

法人税、住民税及び事業税 680,482 710,778

法人税等調整額 △31,318 48,622

法人税等合計 649,163 759,400

少数株主損益調整前四半期純利益 904,020 1,173,008

少数株主損失（△） － △4,619

四半期純利益 904,020 1,177,628
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月21日 
 至 平成25年９月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 904,020 1,173,008

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △41,063 57,315

繰延ヘッジ損益 △73,848 △96,515

為替換算調整勘定 31,318 180,379

持分法適用会社に対する持分相当額 953 △847

その他の包括利益合計 △82,639 140,331

四半期包括利益 821,380 1,313,340

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 821,380 1,313,362

少数株主に係る四半期包括利益 － △22
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該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自  平成24年３月21 日  至  平成24年９月20日) 

   報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自  平成25年３月21 日  至  平成25年９月20日) 

   報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

該当事項はありません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額建設機材 

関連事業
レンタル
関連事業

住宅機器
関連事業

電子機器
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 4,735,957 6,887,839 4,480,283 1,402,678 17,506,759 ― 17,506,759

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

860,728 720 139,794 26,266 1,027,509 △1,027,509 ―

計 5,596,686 6,888,559 4,620,077 1,428,944 18,534,268 △1,027,509 17,506,759

セグメント利益 490,934 752,151 207,065 53,640 1,503,791 ― 1,503,791

(単位：千円)

報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額建設機材 

関連事業
レンタル
関連事業

住宅機器
関連事業

電子機器
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 5,138,729 6,999,727 4,870,822 1,506,406 18,515,686 ― 18,515,686

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

649,512 7,612 196,408 17,768 871,302 △871,302 ―

計 5,788,242 7,007,339 5,067,231 1,524,175 19,386,988 △871,302 18,515,686

セグメント利益 537,990 794,875 3,012 120,962 1,456,841 ― 1,456,841

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

アルインコ㈱　（5933）　平成26年３月期　第２四半期決算短信

―9―




